
【第一部】出展企業一覧

企業名 業種 地域 所在地1 事業内容

1 1 ㈱大盛警備保障 サービス業 県央 盛岡市月が丘三丁目50-1 各種警備業交通誘導警備、施設警備、巡回警備、列車見張業務、イベント等の雑踏警備、駐車場警備

2 2 ㈱北日本朝日航洋 サービス業 県央 盛岡市門二丁目1番1号
3次元地理情報、リモ－トセンシング技術、公共資産・固定資産税賦課事務支援、地域防災、補償、建設ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ等で国家機関、県、市町村、法人企業との契約に基

づき活動する受注生産を主業務としております。

3 3 ＡＬＳＯＫ岩手㈱ サービス業 他 盛岡市津志田西一丁目24-15
・各種セキュリティサービス（機械警備・警備輸送・常駐警備他）の企画、提供 ・ビル等の綜合管理業務・警報装置等設備工事 ・防犯・防災機器販売 ・保険代理業

務 ・診療報酬明細書（レセプト） の点検

4 4 東北エンジニアリング㈱ サービス業 県央 盛岡市月が丘二丁目８番１２号
建設、補償コンサルタント業で、公共事業での道路、橋、水路、農地計画、災害復旧等の調査、測量、計画、設計業務及び用地調査・補償業務に携わる総合建設コン

サルタント会社です。

5 5 ヒロフーズ㈱（マクドナルドフランチャイジー） サービス業 他 盛岡市中央通2-2-5　甲南アセット盛岡ビル９F マクドナルドの店長候補及びアシスタントマネージャーマクドナルド店長の補佐業務人材育成（アルバイト生のトレーニング）店舗運営（販売促進、利益管理等）

6 6 花巻温泉㈱ サービス業 県南 花巻市湯本第１地割１２５番地 温泉旅館業、ホテルの経営、温泉浴場業、飲食店業、バラ園、喫茶店

7 7 東洋ワークセキュリティ㈱ サービス業 他 仙台市青葉区国分町１－７－１８
警備サービス、建物サービスなどを通じて、安心と快適の提供により社会貢献しています。拠点ネットワークによる対応力が強みです。また、社員教育に力点を置

き、やりがいを感じる職場づくりを推進しています。

8 8 ㈱みちのくジャパン サービス業 県南 北上市大通り4丁目4-22
（１）各種フランチャイズ・チェーンの事業展開(ほっかほっか亭、サーティワンアイスクリーム、モスバーガーなど）（２）ホテル事業、（３）テーマ型レジャーラ

ンド「アメリカンワールド」の運営

9 1 (福)悠和会　銀河の里 医療・福祉 県南 花巻市幸田4地割116-1
高齢者と障がい者の事業を行なっています。詳しくは、ホームページをご参照下さい。facebook（https://www.facebook.com/yuuwakai.ginga/）でも情報発信してい

ます。

10 2 (福)新生会 医療・福祉 県央 紫波郡矢巾町大字室岡12-128-1 （１）第一種社会福祉事業 （２）第二種社会福祉事業  （３）公益事業

11 3 (医)敬和会 医療・福祉 県南 北上市北鬼柳22-46
診療所･訪問診療･訪問看護･介護老人保健施設･通所リハビリ･通所介護･訪問介護･認知症対応型共同生活介護･小規模多機能型居宅介護･福祉用具･居宅介護支援･在宅介

護支援センター･高齢者専用賃貸住宅･他

12 4 ㈱三協医科器械　福祉事業部 医療・福祉 県央 盛岡市東安庭1丁目23-36
昭和22年創業以来71年にわたり成長し続けております。医療機器・材料の提供から介護施設やフィットネス運営を行っております。健康と医療、福祉と人間の根幹的

な部分を支援する企業であり、福祉事業部は地域に根付いた事業を展開しています。

13 5 ㈱いわて愛隣会 医療・福祉 県央 紫波郡矢巾町又兵ェ新田7-212-1
介護サービス事業・デイサービス（宿泊サービス）・サービス付き高齢者向け住宅・介護付きサ高住ホーム（特定施設）「いつまでも心の温もりと、安心安全・健

康・快適な暮らしをサポート」をコンセプトに、明るく笑顔でサービスのご提供を心がけております

14 6 (福)愛護会 医療・福祉 県央 奥州市水沢羽田町字水無沢491 保育所　障がい者支援施設　特別養護老人ホーム

15 7 (福)岩手ひだまり会 医療・福祉 県南 奥州市水沢東大通り二丁目４-3
奥州市・北上市において児童通所支援事業（放課後等デイサービス）を中心に障害者通所支援事業（生活介護・就労継続支援Ｂ型)相談支援事業所を１０拠点において

１２事業を運営しています。主要事業の放課後等デイは発達に障がいのある児童への療育支援の提供です。

No
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16 1 岩手県北バス（岩手県北自動車㈱） 運輸業・郵便業 県央 盛岡市厨川1-17-18 一般乗合旅客自動車運送事業／一般貸切旅客自動車運送事業旅客定期航路事業／旅客不定期航路事業

17 1 ㈱コハタ 卸売業・小売業 県央 紫波郡矢巾町広宮沢１０－５０３－３ 農薬・農業資材の卸売

18 2 盛岡水産㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市羽場10-100
盛岡市中央卸売市場での仕事です。朝早い仕事ですが、新鮮な魚をお客様にお届け出来る様に、日本中の漁港産地からの集荷や、大手商社との取引により仕入販売し

ています。取扱品目は、鯛・鮪・イカ・貝類など生鮮水産物から、冷凍・塩干・加工品水産物まで多岐にわたります。

19 3 岩手繊維㈱ 卸売業・小売業 県央 紫波郡矢巾町流通センター南1-7-16 繊維製品総合卸売業

20 4 盛岡いすゞモーター㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市三本柳1-24 自動車販売・整備

21 5 ㈱スズキ自販岩手 卸売業・小売業 県央 盛岡市南仙北一丁目２２－７０
スズキ株式会社の岩手県における直営代理店として、スズキ車の販売や中古車の販売、お使いいただいているお車の点検・車検・整備に加え、ロードサービスや自動

車保険の提供等、カーライフのに関するトータルサポートを行う自動車販売会社です。

22 6 トヨタカローラ南岩手㈱ 卸売業・小売業 県南 花巻市二枚橋第6地割408-1 自動車販売（新車・中古車）、自動車整備（車検・点検・一般整備）、保険代理店業務、au携帯電話/KDDI通信機器取り扱い販売

23 7 アーク㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市中ノ橋通2-8-2
●モバイル事業（ドコモショップ、ａｕショップ、ソフトバンクショップの運営）●家賃保証事業●ＮＴＴ東日本のネットワーク商品の取次●複合機やビジネスホン

など通信機器の販売●賃貸・売買不動産情報サイト「すむなび」の運営●ゴルフショプの運営

24 8 ㈱ベルジョイス 卸売業・小売業 県央 盛岡市東安庭二丁目１番３０号 スーパーマーケットチェーン経営（ビッグハウス、ジョイス、ベルプラス、ロッキー）会員制キャッシュ＆キャリー（現金卸）、１００円ショップＦＣ事業

25 9 岩手スバル自動車㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市上堂３－７－１０ 自動車小売業：スバル新車・中古車・スバル純正部品・用品の販売・自動車整備（車検・点検・一般整備・鈑金塗装）・損害保険代理店業務

26 10 第一開明㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市流通センター北１丁目１０番５号
第一開明は1951年の創業以来、東北地区に事業所を構え地域に密着し、工業用高圧ガス・医療用高圧ガス並びにガス周辺機器、溶接・溶断機器・材料等商品の販売

と、高圧ガス設備工事・設備メンテナンス、設備保守点検までガス関連業務一連の業務を行っています。

27 11 リコージャパン㈱ 卸売業・小売業 県央 東京都港区芝3丁目8-2　芝公園ファーストビル リコーソリューションシステムと関連ソフトの販売及びメンテナンスサービス

28 12 日産部品岩手販売㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市流通センター北1丁目3番15号 日産自動車㈱の補修用純正部品の岩手県内での総卸元その他、各自動車メーカーの車検関連補修部品の販売

29 13 泉商事㈱ 卸売業・小売業 県南 遠野市早瀬町四丁目8-25 ガソリンスタンド及び自動車関連商品の販売。プロパンガス及び関連商品の販売。住宅リフォーム及び注文住宅の設計施工。上下水道工事及び住宅設備工事。

30 14 盛岡日産モーター㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市津志田町　1-1-20 新車・中古車の販売、車の点検・整備・修理、自動車保険代理店

31 15 岩手三菱自動車販売㈱ 卸売業・小売業 県央 盛岡市南仙北一丁目２４番８号
三菱自動車製の新車（小型車・軽自動車・商用車）の販売および中古車の販売、法定点検・車検等の整備業、部用品の販売損害保険代理店（東京海上日動）としての

募集行為
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32 1 ㈱佐藤建設 建設業 県央 岩手郡岩手町大字沼宮内９－１１－３
創業は大正15年5月で90年の歴史がある会社です。公共工事を始めとした土木・建築工事の元請けを中心に地域に密着した社会整備を行っております。環境問題への

取り組みを積極的に行い「エコアクション21」や「岩手地球環境にやさしい事業所」の認定を受けております

33 2 髙惣建設㈱ 建設業 県南 奥州市水沢花園町一丁目１－７ 建築・土木・舗装・住宅(戸建・リフォーム)

34 3 ㈱佐藤組 建設業 県南 北上市相去町旧舘沢20-1 建設工事（土木工事、建築工事、舗装工事、法面工事　他）

35 4 ㈱水機テクノス 建設業 他 東京都世田谷区桜丘5-48-16 上下水道等水処理施設の設計・施工、メンテナンス、浄水場等の運転維持管理業務、水処理機器・薬品の販売、据付。

36 5 ㈱久慈設計 建設業 県央 盛岡市紺屋町3-11 建築物の設計及び工事監理とその他の業務

37 1 ㈱イーエムエス 情報通信業 県央 盛岡市菜園1-3-6 農林会館5F エンベデッド系ソフト、物流系、人事給与会計系、医療系のソフトを中心とした設計、開発

38 2 エクナ㈱ 情報通信業 県央 盛岡市中央通1丁目6番30号
北東北の地方自治体や岩手県内の民間企業に対する各種サービスの提供ソフトウェアの開発、ネットワーク構築、インターネットプロバイダ、コンピュータシステム

販売、ＩＴ機器・複合機販売保守、Ｗｅｂ制作

39 3 イーストライズ㈱ 情報通信業 県央 盛岡市大通3丁目2-8　岩手金属工業会館5F6Ｆ
お客様は自治体様から大手メーカー様まで幅広く、主に業務系ソフトウェアの開発、web系・組込み系のシステム開発全般（設計～テスト～運用）を手がけておりま

す。①ソフトウェア・システム開発②ニアショア開発

40 4 ㈱メイキッシュ 情報通信業 県央 盛岡市菜園二丁目６番６号
Ｗｅｂ・オープン系のシステム開発。特に制御系ソフトウェアの開発技術をベースに原子力発電、公共通信事業、医療・介護事業、流通事業の各分野におけるソフト

ウェアの自社開発・受託開発が主要業務です。

41 5 ㈱アイビーシー・ソフトアルファ 情報通信業 県央 盛岡市志家町6-1　IBC放送会館 ソフトウェア開発及び情報機器販売一般労働者派遣広告・事業

42 6 東京システムズ㈱ 情報通信業 県央 東京都渋谷区恵比寿1-18-18　東急不動産恵比寿ビル
コンピュータ・ソフトウェアの企画・設計・開発・検査・販売・保守メンテナス及びサポート業務盛岡事業所：岩手教育会館（盛岡市）岩手研究開発センター：滝沢

市IPU第2イノベーションセンター（滝沢市）

43 7 ㈱ワイズシステム研究所 情報通信業 県南 東京都中央区日本橋本町4-7-1　三恵日本橋ビル4階
▼３次元CAD設計　大手自動車メーカーの自動車部品の設計・3次元モデリング業務▼システム開発　様々な業種のシステム開発業務▼解析業務　大手ゼネコンの構造

物解析業務▼システムの運用支援　システムの運用に関わるサポート業務

44 8 ㈱ゴーイング・ドットコム 情報通信業 県央 滝沢市巣子152-413（IPUイノベーションパーク内） 
コンピュータソフトウェア、モバイルシステムの研究開発。システムコンサルティング。開発言語は主に、Java、PHP、.NET、Objective-C等を使用。新卒学生・未経

験者の方は、入社後に本社勤務で実務経験を積んでいただきます。

45 1 東日本機電開発㈱ 製造業 県央 盛岡市手代森5-19-10 配電盤、制御盤並びに自動化、省力化装置の設計製作

46 2 ㈱サンミューロン 製造業 県南 奥州市前沢白山字田高82
産業機器用スイッチの専門メーカーです。お客様は国内大手電機メーカ、放送関連、鉄道、電力など幅広いお客様に採用頂いております。岩手工場は生産拠点として

必要な購買、品質保証（製品の評価試験含む）、生産技術、改良技術、生産管理、総務があります。

47 3 岩手製鉄㈱ 製造業 県南 北上市和賀町藤根18地割14番地
①産業機械や工作機械などに使用される鋳造品の製造・販売、機械部品加工②機械・装置等の開発・設計・製作・メンテナンス③鉄器（主に調理器具）の製造・販売

④ロボットシステムインテグレータ事業
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48 4 ㈱フジキン 製造業 県南 奥州市江刺岩谷堂字袖山11-31
【一緒にロケットのキーデバイスを創りませんか！】宇宙開発分野80％、半導体分野70％、陸・海・空・深海・宇宙で大きな実績。燃料電池自動車、エネルギー、医

薬食品、化学、半導体等全産業で85年の大きな貢献。社会人Dr.、資格取得、海外留学制度が大人気。

49 5 大森クローム工業㈱ 製造業 県南 北上市北工業団地76-22 ●表面処理事業（工業用クロムめっき・研磨加工・再めっきなど）●アルミロール、鉄ロール、ステンレスロール等の製作及び円筒研磨事業

50 6 ㈱ニュートン 製造業 県央 八幡平市大更２－１５４－１９　 工業用精密プラスチック製品の射出成形加工、金型設計加工、生産設備開発

51 7 ㈱カガヤ 製造業 県央 盛岡市芋田字武道9番地95 建築鉄骨事業：（設計・製造・施工）建築事業：（建築・リフォーム・土木/設計・施工）メガソーラー事業(売電）関連企業：（ホテル事業・不動産事業）

52 8 ㈱東北佐竹製作所 製造業 県央 北上市川岸１-１６-１ 穀類調製加工機の製造籾の乾燥機、籾摺機、光選別機の製造

53 9 ㈱ツガワ 製造業 県南 花巻市大畑９－９２－４
皆さんの身の周りでよく見かける、精密機械製品の設計開発から完成品製造、物流までの一貫生産を岩手県内で行っているＥＭＳ企業です。花巻工場（完成品組立、

塗装）北上工場（板金部品製造、組立、塗装）二戸工場（板金部品製造）

54 10 清水物産㈱ 製造業 他 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1　ＷＢＧマリブウエスト27階農産物の輸出入、製造・加工、販売

55 11 昭和コンクリート工業㈱ 製造業 県央 北上市和賀町竪川目1地割33-27 ・コンクリート二次製品製造販売・プレストレストコンクリート橋梁の設計、施工

56 12 川口印刷工業㈱ 製造業 県央 盛岡市羽場10-1-2
印刷メディアの企画提案や製品化、デジタルメディアの企画・制作やインターネット・モバイルコンテンツ事業など、お客様の業務を支援するメディアサービスを提供

しています。

57 13 ㈱永島製作所　東北事業部 製造業 県南 北上市相去町大松沢1-110
・ステンレスプレハブ加工管、及び金属塑性を利用した加工品の製造販売・バイオテクノロジー用ステンレス配管部品、　建築・水道用配管部品、装飾構造用配管部

品の製造販売業務、　ビール工場・飲料・医薬工業配管付属品継手の製造販売

58 14 ㈱妙徳 製造業 県南 奥州市江刺岩谷堂字松長根10-5 空気圧機器製造販売真空エジェクタ コンバム、吸着パッドを中心とした開発・製造・販売

59 15 小山田工業所 製造業 県央 盛岡市渋民字岩鼻20-3 建築鉄骨・鋼製橋梁上部・鋼製防火水槽等の製造並びに現場施工。

60 16 ㈲ まきばミート 製造業 県央 紫波郡紫波町犬渕字南谷地120番地 牛肉・豚肉のと畜解体処理および内臓処理加工の食肉製造

61 1 東北公営企業㈱ 電気・ガス・水道業 県央 盛岡市中太田屋敷田103-3 下水道処理施設維持管理業〈(６)処２９―１９１〉公共施設（上、下水道等）の維持管理業務（保守、点検、管理）　労働者派遣事業〈派０３－３０００５９〉

62 1 フジ地中情報㈱ その他の産業 県央 東京都港区海岸3-20-20 上下水道施設（管路等）の調査・維持管理業務、情報図面構築業務上下水道事業の窓口、料金徴収等業務

63 2 シダックス㈱ その他の産業 県央 東京都渋谷区神南1-12-10　シダックスカルチャービレッジ
給食・デリカ・フードビジネス、外食・レストラン、商社（食品・農林・水産）、陸運（貨物・バス・タクシー）、サービス（その他）運動・栄養・休息・心・美。

あらゆる面で、人々の健康をサポートする。シダックスの’500の仕事’で、あなたの個性を活かします
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64 3 日本赤十字社岩手県支部 その他の産業 県央 盛岡市三本柳6地割1-10 国内災害発生時における災害救護活動、公衆衛生活動、人道的活動。盛岡赤十字病院、岩手県赤十字血液センターの事務。

65 4 (公社)岩手県農業公社 その他の産業 県央 盛岡市神明町7番5号　パルソビル3階
○新規就農者の確保・育成　○農地中間管理事業（高齢化等でリタイアする農家から農地を借り、担い手に農地を貸し出す事業）○草地や飼料畑の整備　○畜舎や堆

肥処理施設の整備　○牧草・デントコーンの播種・収穫等の作業受託　○農地の暗渠排水工事　など
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